
1965（昭和40年）
チーム登録（個人登録実施）
第1回世界女子選手権大会 開催

1966（昭和41年）
第１回世界男子選手権大会 開催

1968（昭和43年）
日本女子ソフトボールリーグ発足
日本ソフトボール協会創立20周年記念表彰
第１回アジア男子選手権大会 開催

1970（昭和45年）
第２回世界女子選手権大会
優勝

1972（昭和47年）
「財団法人」認可

日本ソフトボール協会の歩み

１９４６（昭和２１年）
日本初の革ボールが熊本で誕生
1949（昭和24年）３月31日
日本ソフトボール協会創立
1949（昭和24年）８月
第１回全日本高等学校女子
選手権大会 開催
第１回全日本一般女子
選手権大会 開催
1950（昭和25年）10月
第５回国民体育大会
ソフトボール正式種目入り
（高校女子・一般女子を実施）
1951（昭和26年）10月
ＩＳＦ（国際ソフトボール連盟）設立
日本加盟

昭和20年代

昭和30年代

昭和40年代

初代会長
四角誠一氏

初代専務理事
吉田 清氏

第1回全日本高等学校
女子選手権大会
優勝 芦屋女子高

昭和24年
ルールブック
初版本 発行

昭
和
32
年

会
報
発
行

昭和34年
第1回 審判員中央研修会
に参加した審判員の面々

1955（昭和30年）８月
第1回日本総合大会 開催
第1回全日本一般男子
選手権大会 開催
1967（昭和32年）10月
第12回国民体育大会
一般男子正式種目入り
1969（昭和34年）
第１回審判員中央研修会 開催

1961（昭和36年）６月
第1回全日本実業団女子大会
開催
1963（昭和38年）
専門委員会設置
国際ルール採用・ルール全面改訂
初の国際審判員試験（７名合格）
1964（昭和39年）
第1回全日本実業団男子大会
開催
審判員登録制度はじまる

昭和40年
第1回世界女子選手権大会
（オーストラリア・メルボルン）

高島屋大阪が「日本代表」
として出場し、第３位

昭和４１年
第1回世界男子子選手権大会
（メキシコ・メキシコシティ）
日本製鋼所広島製作所が「日本代表」として出場
第６位

大会出発直前、ＮＨＫ「私の秘密」に出演

昭和４5年
大阪・長居陸上競技場で開催
初の「世界一」に！

昭和43年
第1回アジア男子
選手権大会の
プログラム



1985年（昭和60年）
第３回アジア男子選手権大会
静岡県で開催

審判員インサイドプロテクター採用

審判・捕手のスロートガード義務化
タイブレーク（現・タイブレーカー）ルール採用
1987（昭和62年）
ＩＳＦ（国際ソフトボール連盟）総会
東京で開催

1988（昭和63年）
走者・捕手のヘルメット着用
義務化

日本ソフトボール協会の歩み

1976（昭和51年）
ジュニアソフトボールルール
（小学生用）発行
第４回世界男子選手権大会 開催

1979年（昭和54年）
日本ソフトボール協会創立30周年
記念表彰、祝賀会
記録委員会発足

1981（昭和56年）
第１回世界ユース選手権大会 優勝
（後の世界ジュニア選手権大会）

1982（昭和57年）
「公認審判員必携」作成・発行

昭和50年代 昭和60年代

昭和60年
1979（昭和49年）以来開催の
途絶えていたアジア選手権
大会を静岡県静岡市
草薙球場に招致し、開催昭和５１年 第４回世界男子選手権大会

（ニュージーランド・ウェリントン）
初めて男子の「ナショナルチーム」を編成・出場

日
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初代記録委員長を務めた
石黒寅次氏。息子、孫と三代
にわたり、記録委員会をささえる



1998年（平成10年）
第９回世界女子選手権大会
静岡県富士宮市で第３位
2000シドニーオリンピック出場権獲得

1999年（平成11年）
日本ソフトボール協会創立50周年
表彰式・祝賀会
第６回世界女子ジュニア選手権大会 優勝
上野由岐子投手が国際舞台デビュー
2000年（平成12年）
2000シドニーオリンピック
「限りなく金メダルに近い銀メダル」

第10回世界男子選手権大会
準優勝
2002（平成14年）
第10回世界女子選手権大会
準優勝 2004アテネオリンピック出場権獲得
第14回釜山アジア競技大会 初の金メダル獲得
2004（平成16年）
2004アテネオリンピック 銅メダル獲得
2005（平成17年）
2012ロンドンオリンピックの実施競技から
野球・ソフトボール除外決定
ＮＴＳ全国ジュニア女子育成中央研修会実施
2006（平成18年）
第11回世界女子選手権大会 準優勝
2008北京オリンピック出場権獲得

日本ソフトボール協会の歩み

1990（平成２年）
日本ソフトボール協会創立40周年
記念表彰、祝賀会
第11回北京アジア競技大会
女子ソフトボール正式種目入り

1991年（平成３年）６月13日
1996アトランタオリンピックで
女子ソフトボールの正式種目入り決定
オリンピックへ向けた強化のため
選手強化本会設立
1994広島アジア競技
大会女子ソフトボール
正式種目入り
1993（平成５年）
第1回指導者中央研修会 開催
日本女子ソフトボールリーグ1部
８チーム→12チームへ
1994（平成６年）
第８回世界女子選手権大会 開催
1996アトランタオリンピック出場権
獲得ならず…
第11回広島アジア競技大会 開催
銀メダル獲得
1995（平成７年）
アジア・オセアニア
最終予選を勝ち抜き
1996アトランタ
オリンピック
出場権獲得

平 成 平成10年代

平成２年 第11回北京アジア競技大会
初めて正式種目となった女子ソフトボール
銀メダルを獲得した



2014年（平成26年）
第14回世界女子選手権大会 優勝
初の「連覇」達成！

第17回仁川アジア競技大会
４大会連続 金メダル獲得
2016（平成28年）
第11回世界男子ジュニア選手権大会 優勝
35年ぶりの「世界一」

日本ソフトボール協会の歩み

2008（平成20年）
2008北京オリンピック
悲願の金メダル獲得

Ｂａｃｋ Softball キャンペーン開始
2009年（平成21年）
オフィシャルウェブサイト開設
宇津木妙子氏 ＩＳＦアジア地区
副会長に就任
2010年（平成22年）
「学校体育ソフトボール」
プロジェクト発足
医事委員会
アンチドーピング研修会
開催
2012（平成24年）
公益財団法人日本ソフトボール協会 発足
第13回世界女子選手権大会 優勝

2013（平成25年）
ＩＳＦ（国際ソフトボール連盟）
ＩＢＡＦ（国際野球連盟）が統合
ＷＢＳＣ（世界野球ソフトボール連盟設立

平成20年代

平成30年代

2018（平成30年）
第１６回世界女子ジ選手権大会
千葉県下４市で開催 準優勝
第１８回ジャカルタアジア競技大会
５大会連続の金メダル獲得



日本ソフトボール協会の歩み

令和元年

2019（令和元年）
日本ソフトボール協会創立70周年

第16回世界男子選手権大会 準優勝

第13回女子U１９ワールドカップ 準優勝

松田光選手
2019WBSC
Best Player
に選出

岡本友章氏、齋藤春香氏、髙山樹里氏
WBSC国際殿堂入り

令和２年

20２０（令和２年）
第13回男子U１８ワールドカップ 優勝
２大会ぶり３度目の「世界一」

1年遅れの東京２０２０オリンピック
開催賛否渦巻き、異例の無観客開催

東京２０２０オリンピック 金メダル獲得

令和３年

コロナ禍……東京２０２０オリンピック1年延期
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